
P T A 活 動 報 告

バザー販売会 菊地幸夫弁護士 講演会
文化祭でのバザーが中止
となり、10/8と11/5に手
作り品の販売会を実施し、
たくさんの方に足を運んで
いただきました。ご協力いた
だいた皆様、本当にありが
とうございました。

バザー委員会

観劇「オペラ座の怪人」
文化委員会では、皆さまに喜んでいただける
行事を検討してきました。今年度は、渡辺直
美さん主演の『ヘアスプレー』を鑑賞する
予定でしたが、主催側からの公演中止になっ
てしまいました。新たに企画し12月3日に劇団四季『オペラ座の怪人』
を鑑賞していただきました。急ではありましたが、再募集にも関わらずたくさんのご応募
があり感謝しております。今後も皆さまに喜んでいただける行事を検討していきたいと
思っております。PTA活動にご理解、ご協力よろしくお願いします。　　文化委員会

ボウリング大会

11月26日、情報番組などでもご活躍の菊地幸夫弁護
士による講演会「菊地流子育て～子どもにより添える
心を育てる」に約100名の保護者の皆様にご参加い
ただきました。小学生バレーボールチームの監督の
ご経験やご自身の子育てのお話を織り交ぜ、子供との
コミュニケーションの取り方や人間力のUPにつながる
ポイントなど、大変貴重なお話を聞くことができました。
ご参加の皆様ありがとうございました。生活環境委員会

バザーの売上金 104,350円

売上金は全額学校へ寄付させていただきます。

今年は3年ぶりに感染防止を考慮して、1レーン
3名で、先生方、保護者の総勢27名が参加。
合計2ゲームで競い合いました。各種景品は
体育委員が阪急うめだ本店で選定した素晴
らしい物ばかりでした。また、今回は飛び賞を多くして、より多くの方に
チャンスがあるように配慮しました。来年度もぜひ皆様のご参加をお
待ちしております。また、12月21日からオンラインヨガを計6回開催しま
すので、多くの方の参加をお待ちしております。　　　　体育委員会

第15回

2-A チャレンジ 2-C スパイファミリー

2-D アニメの名シーンを再現

2-F 2-Fダンスホール

2-H これで俺らも大スター

2-E ホットでグッドな音楽を踊り続けてみたらいい！

最優秀賞
2-J

筋メダル

2-I 国際交流～日韓MIX～

3-J&K
全力で笑顔にする

ハートフル
賞

ハートフル
賞

ハートフル
賞

9/30
優秀賞
2-G

Let’s enjoy
dancing!

2-B

プレフェスティ
バル
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文化祭
第15回 10/1

3-A Heaven or Hell
～あなたの運は何色のなに？～

3-D ドキドキ角刈りスーパーボールand射的

3-H ニシタックアウト

3-I ミッションイン3I

3-J 3J人間モグラたたき

3-K 3Kパーフェクトピッチング
3-E 3E秋祭り

3-F ? ? ?

3-G

3-B Bisny Land

3-C 3年magiC

Lazy Lie Crazy【レイクレ】

笑顔溢れる

　　青春Fes
tival

文化祭の企画や運営の感想
・本番まで全てシークレットで
　準備しなければいけなかったので
　不安でした。
・ゲスト登場でみんなの喜んでいる
　顔が見られて、頑張って良かった
　と思いました。
・過去一の盛り上がりが作れました。

生徒会
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コンピュータ研究部

写真部

将棋部

美術部

歴史研究部

吹奏楽部

フォークソング部

創作ダンス部

ジャズバンド部

1-A New world

1-E スタジオ・ジュンコ

1-I 1Iランド

1-B 1-B青春（ブルースプリング）
パチパチラムネレモンフラペチーノ®

1-F くずはランド

1-J 投球書道
～排他的経済水域～

1-C わしゃこ

1-D raise

1-H 恐怖！ 隠されたナゾを解け！ 呪いの屋敷

1-G 1年G組手作りキッキングスナイパー

クラブ展示 体育館
ステージ

釣り部

ESS
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3-3

中学文化祭 10/1

中１ 防災教室

中２ 中大連携
～理工系プログラム～

中3 ◆リーガルマインド
　～法的思考力を養ってみた～

◆For a Bright Future
　～私たちの取り組めるSDGs～

1-1

1-2

1-3

3-1

3-2

2-1

2-2

2-3

開会式 合同体操

100m走

台風の目

100×4R

団対抗リレー

200×4R

スウェーデンリレー

クラブ対抗リレー

400m走

800m走

騎馬リレー

閉会式

青団優勝

全員ムカデ

男女混合100×4R

50m走

中学体育大会第13回 11/16
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中3 北海道宿泊研修（7/12～15）

中2 阿南海洋研修（7/13～15）

芸術鑑賞 9/28 （サンドアート集団「ＳＩＬＴ」）

7月12日～7月15日の3泊4日で北海道に行ってきました。
1，2日目は各農家・漁家さんのご自宅にお世話になり、様々な体験をさせていただきました。
3日目は体験学習やラフティングをしました。最終日は各クラスで班に分かれ、
自分たちで決めたコースで、タクシーツアーを行いました。
宿泊行事が少なかった3学年にとっては、この４日間で体験・経験したことは
最高の思い出になったと思います。

2年生にとっては初めての宿泊研修。
慣れない環境での生活や新しい友達との学級づくりなどそれぞれの思いを胸に3日間の研修に挑みました。
初挑戦のカヤックで何度も転覆し、みんなで笑い合った時間。キャンプファイヤーを囲って大合唱した夜。
カヌーレースで芽生えたクラスの絆。どの瞬間も素敵な思い出となりました。
この研修での経験が今後の彼らたちの学校生活にどう活かされるのか楽しみです。

1日目　ファームステイ(農家・漁家)
2日目　ファームステイ(農家・漁家)
3日目　午前：自然体験、午後：ラフティング
4日目　午前：小樽散策、午後：タクシーツアー

日程

　昨年度より中学校の新たな行事として始まりました
【芸術鑑賞会】は「演劇」「音楽」「パフォーマンス」の
３つのジャンルを３年サイクルで鑑賞します。今年度は
『サンドアート集団「ＳＩＬＴ」』のパフォーマンスを鑑賞し
ました。逆光に照らされた砂の陰影の濃淡だけで描か
れる絵は、音楽に合わせてリアルタイムに物語が展開
され、砂という自然な素材の持つ優しさから、癒しと感
動で包まれる時間を過ごすことが出来ました。

　中学にて、学校から大阪城
公園24㎞を往復する行事で
ある「ウォーキングトライ」が実
施されました。保護者の方も
参加いただきありがとうござい
ました。往路復路とも天気も
良好で気持ちよく歩くことがで
き、達成感のある行事でした！

1組

2組

3組

10/18中学中学 ウォーキングトライ
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検 vol.8学 校 探

クラブ紹介

エンパワーメントプログラム　8/1～5 イングリッシュキャンプ　8/1～3
　8月1日～5日の5日間、関西大学千里山キャンパスで実施のエンパワーメントプログラムに、1年生
から3年生まで35名（内4名昨年度参加者）が参加しました。
　今年度は6か国からの留学生をグループリーダーに迎え、少人数グループで英語を通して様々な
活動を行いました。

　中学１年生を対象に関西大学千里山キャンパスで実施し、50名を超える生徒が参加しました。
少人数グループに分かれてゲームをしたり、外国人講師の出身国について異文化に触れたりすることが
できました。最終日には全員が自己紹介を英語で発表しました。

高校

創作ダンス部高校 ラグビー部高校

中学

～ 底より深いどん底からの挑戦 ～
運命を共にする、死ぬも生きるも全員一緒。『一蓮托生』みんなで決めたテーマです。目標としていた
全国大会花園出場には一歩届きませんでしたが、また一つ歴史を積み重ねました。コロナ禍で活動が
制限される辛い時もありましたがチームや仲間の為によく体を張ってくれました。
三年生の皆さんお疲れさま、そしてありがとう。

男子バスケットボール部高校

中高

今年度、男子バスケットボール部はインターハイ予選を３位、ウィンターカップ予選を準優勝という結果で
終えました。両大会僅差で全国大会出場を逃し、悔しい結果ではありましたが、無観客試合が続いていた中、
最後の最後で素晴らしい舞台でたくさんの保護者やクラスメイトの前でプレーすることができたのはとても
嬉しく思います。次年度こそは、優勝できるように頑張りますので、引き続き応援よろしくお願いします。

Victory ～ 最高の仲間と共に、最高の景色を ～
『令和四年度ダンスドリル秋季大会』において全国大会の出場権を頂く事が出来ました！表彰式で
学校名を呼んで頂いた時、夢の様な感覚で周りにも色々な表情をしたメンバーの姿があって今までの
練習が少し報われた様な気持ちでした。全国大会ではチーム全員が満足出来る、そして1人でも多くの
人の心に響く演技が出来るよう、お互いが切磋琢磨しながら進んでいきます！これからも応援よろしく
お願いします。

明るく広 し々た室内で、換気など感染予防対策にも
配慮された心地よい場所でした。毎月約60冊の
新しい書籍が入り、蔵書は文学書から参考書、
スポーツ、音楽、雑誌まで幅広くあります。

中学図書委員の18
名がテーマを決め選
んだ本の福袋です。
袋には可愛いイラスト
やメッセージが書か
れています。

高校 女子硬式テニス部ESS

自習室
自習室には、漢検・数検をはじめ様々なジャンルの参考
書が揃っています。（持ち出し禁止）
テスト前は生徒でいっぱいになるようですが、日頃からど
んどん活用して下さい。

図書室（5階）
本の福袋

発表資料づくりのポイントや伝わりやすい
発表の仕方など、探究学習に役立つ資料が
紹介されていました。

高1 探究学習

大学で何を学びたいのか？ 
数ある学部の中から決めるときの参考になる
本がたくさんありました。中学生も見に来てい
るそうです。

進路コーナー

中学

学習や課題に困った時は図書室へ！
図書室ルール
図書貸出は1週間5冊まで。
消しカスはゴミ箱へ捨てましょう。

学部選びに
役立ちます！！

テスト1週間前から中高生で満席になります。

女子硬式テニス部（部員３０名）では、個人戦や団体戦での本戦出場を目指し部員が自主的に練習に
励んでいます。基本的に部員同士で練習メニューを考え、技術などを教え合いながら楽しく活動しています。

ESSとはEnglish Speaking Societyのことで、普段はカードやボードゲームなどを用いたコミュニケーショ
ン活動を中心に据え、英検対策などにも取り組んでいます。部員は高校16名、中学6名で、それぞれの
活動と、週1回の合同での活動があります。学年の枠にとらわれない和気あいあいとした雰囲気のなか、
各自の目標に向かって頑張っています。

全国大会出場
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